
見本

新型コロナウイルス
感染症対策 臨時第7号

令和3（2021）年

7月13日発行

臨時号

問合先　大田区新型コロナワクチン接種コールセンター　☎6629－6342   ■FAX 5744－1574

新型コロナワクチン接種

を開始
59歳以下の方の接種予約

©大田区

   

発行： 大田区　編集： 広聴広報課
144-8621 大田区蒲田5-13-14

5744-1111（代） FAX 5744-1503
HP　https://www.city.ota.tokyo.jp/
LINE　@otacity
Twitter　 @city_ota

ワクチンに関する最新情報は、区HPに掲載しています。

予約には接種券が必要です

　接種券は、オレンジ色の封筒で対象者全員へ個別に送付しています。
　最新の内容を区HPなどで確認し予約してください。
　届いていない方は大田区新型コロナワクチン接種コールセンター
 （☎03－6629－6342）へお問い合わせください。

　区では、皆さんへ接種券を送付し、接種を希望する方が少しでも早くワクチンを接種できる
よう全力で取り組んでいるところです。接種対象を順次拡大し、7月中旬には、皆さんが接種
予約の対象（予約スケジュールは2面参照）となります。

ワクチンの種類にご注意ください！

●同じワクチンを２回接種 

　区では、区施設などでの集団接種、医療機関での個別接種を「ファイザー社」のワクチンで進めてきました。
　7月から集団接種において、「ファイザー社」のワクチンに加え、「武田／モデルナ社」のワクチン接種を始めます。

　効果を十分得るために、ワクチンは同じ種類のものを
２回接種する必要があります。
　必ず2回とも同じ種類のワクチンで予約してください。

●12～18歳の方のワクチン 　12歳以上の方も接種対象となりました（これまでは16歳以上の方が対象）。

　12～15歳の方の個別接種は、接種できる会場が限られています。

　予診票に、保護者の署名が必要です。
　15歳以下の方は原則、保護者の同伴が必要です。ただし、中学生以上の場合、接種会場に
よっては予診票に保護者の署名と緊急連絡先の記載があれば、保護者の同伴がなくても接種
することができます。予約前にご確認ください。

　対象年齢となった日の翌週を
目安に、接種券を発送します。接
種券が届いたら、予約することが
できます。6月30日までに12歳
になった方へは接種券を発送し
ています。

12～15歳の方の接種について 今年度に12歳になる方
接種可能な会場 集団接種 ： ファイザー社のワクチン接種会場（2面参照）

個別接種 ： 区HPでご確認ください

※１８歳到達前に、すでに１回目の接種（ファイ
ザー社のワクチン）を受けている方は、2回目も
ファイザー社のワクチンを接種してください

接種できるワクチンの種類

（接種日時点の年齢で判断します）

ワクチンの種類によって、接種間隔が異なります

12～17歳の方 ファイザー社

▲個別接種の会場に
　ついてはコチラ

ファイザー社

武田／モデルナ社

３週間の間隔を空けて接種
（３週後の同じ曜日以降接種可）
４週間の間隔を空けて接種
（４週後の同じ曜日以降接種可）

18歳の方（※） ファイザー社、武田／モデルナ社

●1回目の予約のみで、2回目の接種予約がお済みでない方
●ワクチン接種を希望していて、予約ができていない方

高齢（65歳以上）の方へ
大田区新型コロナワクチン接種コールセンター（☎03－6629－6342）へ
ご相談ください
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接種予約スケジュール 大田区予約受付システム、
大田区新型コロナワクチン接種コールセンターで受け付ける会場（ ）

接種会場の種類

集団接種のスケジュール 今後、供給されるワクチンの量が一部未確定なため、
当初の接種会場から変更しています

多くの方に接種いただくため、勤務先などで職域接種が実施される場合は、
積極的にご利用ください

区の接種会場区の接種会場 区以外の接種会場区以外の接種会場

■集団接種

■個別接種

■職域接種

■大規模接種

ファイザー社、武田／モデルナ社 （会場ごとに異なります）

ファイザー社

区施設など（下表参照）での接種

区内（260程度）の医療機関での接種

●「大田区予約受付システム」でインターネット予約
●「大田区新型コロナワクチン接種コールセンター」で電話予約

▲個別接種の会場に
　ついてはコチラ

※59歳以下の方の接種券には、会場の増減が想定されたため、会場一覧を同封しておりません。区HPで最新の情報を確認してください

※地域庁舎（大森、調布、蒲田、糀谷・羽田）、嶺町集会室、池上会館での接種は、７月末で終了予定です。7月9日現在の接種会場のスケジュールです

●「大田区予約受付システム」でインターネット予約
●「大田区新型コロナワクチン接種コールセンター」で電話予約
●医療機関へ直接予約（電話・来院など）
　

▲集団接種の会場に
　ついてはコチラ

ワクチンの種類

予 約 方 法

ワクチンの種類

予 約 方 法

　9月末までの予約を順次受け付けます。
　陽性者の多い20～30代の方、夏季休暇中に接種できるよう10代の方の予約を先行して開始します。

対象者

12～18歳の方

19～39歳の方

予約受付中

7月14日予約開始

40～59歳の方 7月20日予約開始

予約受付開始時期

60歳以上の方、基礎疾患・高齢者施設などに従事（事前申請）する方 予約受付中

(17歳以下はファイザー社のみ。
 １回目の接種日に、18歳の方は武田／モデルナ社も接種できます)

※令和4年3月31日時点の年齢です。予約開始日は、7月9日現在の情報です

　国が設置した自衛隊 東京大規模接種
センターによる接種です。

　7月9日時点では予約
が取りづらい状況です。
最新情報は「自衛隊 東京
大規模接種センター」の
予約サイト案内をご確
認ください。

　勤務先の企業や通学先の大学などでの
接種です。

会場によって、接種できるワクチンの種類が異なります。 予約の際はご注意ください
ワクチンの種類 接種会場 所在地 7月 8月 9月

キヤノン株式会社
下丸子体育館

大田区民ホール ・
アプリコ

大田区民プラザ

六郷地域力推進センター
日本工学院専門学校
12号館「ギャラリー鴻」

蒲田5－37－3

下丸子3－1－3

産業プラザ 南蒲田1－20－20

仲六郷2－44－11

西蒲田5－23－22

下丸子3－29－14
武田／モデルナ社

ファイザー社

ファイザー社・
武田／モデルナ社

10月以降の予約枠や

接種会場はワクチンの

供給量などにより判断

します。

▲予約サイト案内
　はコチラ

接種できる医療機関が増えました ！

医療機関・診療所によって異なりますので、区HPでご確認ください。

武田／モデルナ社 ワクチンの種類

武田／モデルナ社 ワクチンの種類

ファイザー社

武田／モデルナ社

（ ）

（ ）

8月から、「ファイザー社」から
「武田／モデルナ社」の会場に変更します

8月10日から接種開始予定

7月12日から接種開始
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接種券

記入済みの予診票

本人確認書類
（運転免許証、健康保険証など）

※上腕部に注射しますので、肩を出しやすい服でお越しください

メモ欄

 月　　  日 （　 　）　　 時　　 分 から

 月　　  日 （　 　）　　 時　　 分 から
会場：

会場：

（ワクチンの種類 ：  　　　　　　　　）

（ワクチンの種類 ：  　　　　　　　　）

※当日はお待ちいただくスペースがないため、予約時間に
　合わせてお越しください

接種当日 以下の３点をお持ちください 予約した接種日時を忘れずに

※間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上、お電話ください

予約方法 インターネット予約がスムーズです

https://v-yoyaku.jp/131113-ota 大田区 ワクチン 予約

大田区 ワクチン 予約

予約はコチラ

　集団接種、一部の医療機関の予約は、「大田区予約受付システム」でのインターネット予約、「大田区新型コロナワクチン接種コールセンター」
での電話予約となります。コールセンターへの電話は混み合って、つながりにくくなることもありますが、インターネットでの予約は比較的スムーズ
です。ぜひ、インターネットでの予約をご利用ください。

「大田区チャンネル（YouTube）」で、スマートフォンでの
予約方法を動画で紹介しています。

①「大田区 ワクチン 予約」と検索

②検索結果の「予約方法と接種会場に
　ついて」 をクリック

③右のアイコンをクリック

大田区ホームページからアクセスする場合

　大田区公式Twitterや大田区LINE公式
アカウントでもワクチン接種に関する
情報を発信しています。ぜひフォロー・
友だち登録をお願いします。

03ー6629ー6342午前8時30分～午後5時15分（日曜、休日を除く）

インターネット予約　大田区予約受付システム

電話予約　大田区新型コロナワクチン接種コールセンター

新型コロナウイルスに感染したことがある方も 地震や風水害などの緊急時には
　緊急時には、集団接種を中止する場合があります。
中止する場合は、区HPや大田区公式Twitter、
大田区LINE公式アカウントなどでお知らせしま
す。

　予約が重複しているとワクチンが無駄になってしまいます。重複している場合は、速やかに接種しない予約を取り消してください。

　1回目と2回目の接種を同時に予約することができます。必ず同じ種類のワクチンを予約してください

　新型コロナウイルスに感染したことがある方も、新型コロナワクチンを接種
することができます。
　感染後や治療後は、接種まで一定の期間を空ける必要がある場合があります。
いつから接種できるか不明な場合は、主治医にご相談ください。

重複予約にならないように

　変更・キャンセルは「大田区予約受付システム」で２日前までに手続きをお願いします（「大田区新型コロナワクチン接種コールセンター」
でも受け付けます）。
　個別接種で医療機関へ直接申し込んだ場合や、大規模接種、職域接種を変更・キャンセルする場合は、申込先へお問い合わせください。

変更・キャンセルは２日前までに

１回目

2回目



●ワクチンの副反応って？

どれくらいで出る？

●新型コロナワクチン接種は無料です。金銭を要求されることはありません。　●ワクチン接種についての不審なメールには返信しない・
URLは開かないでください。不審なことがあったら、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン（☎0120－797－188）へ

「新型コロナワクチン接種のご案内」の音声版・点訳版を
地域庁舎、障害福祉課、さぽーとぴあに用意します

新型コロナワクチン接種のお知らせ
大田区ホームページを見てください

がいこくじん
のかたへ

しんがた こ   ろ   な   わ   く   ち   ん せっ しゅ        　　し

おお  た  く   ほ  ー   む   ぺ   ー   じ        み
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この臨時号は7月9日時点の情報に基づき掲載しました。今号はポスティングで区内全戸へ配布しています。駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-イレブンでも配布しています。

東京都新型コロナウイルスワクチン
副反応相談センター

（24時間対応。土・日曜、休日を含む）
☎03－6258－5802

ワクチン接種後、
体に異常があるときの相談先

　副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことで
す。２回目の接種は、1回目の接種よりも強い副反応が起
こることがあります。

●アナフィラキシーって？

●ワクチンの効果って？

　接種した１～２日後に副反応が出ることがありますが、
ほとんどは接種後数日以内に回復します。
　接種当日と翌日は、可能であれば予定を空けておくこ
とをおすすめします。

症状
　じんま疹などの皮膚症状、腹痛やおう吐などの消化器
症状、息苦しさなどの呼吸器症状

アナフィラキシーショック
　上記の症状に、血圧の低下や意識レベルの低下を伴う
ことをいいます。

もしもの時に
　接種後に、アナフィラキシーが起こっても、すぐに対応
ができるよう、接種会場や医療機関では医薬品などの準
備をしています。
　医師が対応できるよう接種後、15分か30分（問診によ
る）以上、接種会場で待機していただきます。

症状
　主に、注射部位の痛み・筋肉痛、だるさ、頭痛、発熱、
悪寒などです。必要な場合は、解熱鎮痛剤を服用いた
だくなどして様子を見てください。

 新型コロナワクチン接種について教えて！

こんな時は医療機関に相談
● 接種後２日以上たっても熱が下がらない
● 症状が重い　など

　薬や食べ物が体に入ってから、短時間で起きることの
あるアレルギー反応です。特定のワクチンだけに起きる
ものではなく、さまざまな医薬品やワクチン投与後に報
告されています。

舘田一博教授

これから新型コロナワクチン接種を受けられる方へ

東邦大学医学部微生物・感染症学講座教授
／政府新型コロナウイルス　　　　　　　
　　　　　　　感染症対策分科会メンバー

　多くの人たちの努力で、新型コロナワクチンの接種が日
本でも進んできました。ワクチン接種が感染の防止や病気
の発症だけでなく、重症化も抑制できることが明らかになっ
ています。さらに、最近話題となっている変異株に対しても
一定の効果がみられることが分かってきました。
　同時に、副反応についても報告がされてきました。副反応
と聞くと不安になられる方もいるかもしれません。しかし、こ
れまでに得られている結果から、「リスク」（ワクチンに伴う危
険）と「ベネフィット」（ワクチンで得られる有益な効果）の評価
で、確実に後者が上回っていることが明らかになっています。
　今回の区報は、大田区で使用されるワクチンの効果と副
反応について科学的に分かっていることが見やすくまとまっ

ています。副反応は、ウイルスと戦う武器（抗体）を、体が作
る中で起きる免疫の反応です。この抗体ができると、ご自身
が発症する可能性、ほかの方（接種できない方にも）にうつ
す可能性を減らすことができます。ワクチンをよりたくさん
の方が接種することで、国内の患者数を減らしていくことが
できると考えられます。
　ワクチンは、今まで行ってきた予防
策に加えて人類が得ることができた
新たな、そして極めて有効な予防手段
です。これらの手段をうまく活用する
ことで、コロナ禍前の生活にまた一歩
近づけると考えています。

　接種した人の発症率が、接種しなかった人の発症率より
も95％少なくなる効果が確認されています。
　100人中95人に効くという意味ではありません。

新型コロナワクチンは
２回接種で発症予防効果 約９５％

▲舘田教授からの
メッセージ動画はコチラ

ファイザー社約95％（※）、武田／モデルナ社約94％（※）
※出典：厚生労働省HP「新型コロナワクチンQ&A」


